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株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡）の女性向け
恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』は、2019 年 6月 22日（土）でサービス開始四周年を迎
えました。これを記念して、豊富なメニューとおいしいスイーツで人気の、スイーツパラダイスとのコラボレーショ
ンが決定しました。「イケメン戦国の彼こそが天下一」だと日本全土にアピールするため始まった「天下一彼
氏キャンペーン」の一環として、7 月 1 日（月）～7 月 31 日（水）の一か月間、東京、大阪、名古
屋のスイーツパラダイスに、イケメン戦国の武将たちが「出陣」します。期間中は、登場キャラクターをイメー
ジした限定コラボメニューを展開し、ご注文頂いた方には限定オリジナルコースターや、ペーパーランチョンマ
ットのプレゼントの他、限定オリジナルグッズの販売も行います。 

 
 
■『イケメン戦国◆時をかける恋』×スイーツパラダイス～天下一彼氏カフェ～の詳細はこちら 
https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/2019/06/8805/ 
 
 
 
 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』×スイーツパラダイス～天下一彼氏カフェ～を開催！ 
～コラボメニューのご注文で、限定スペシャルギフトをプレゼント！～ 

 

 

https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/2019/06/8805/
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■全 14人の武将をイメージした限定コラボメニュー！ 
今回のコラボでは、武将たちをイメージした全 14種類のコラボメニューが登場！ 
またコラボメニューをご注文の方には、コラボ限定のスペシャルギフトをプレゼントいたします。 

 
■コラボレーションカフェ限定オリジナルグッズを販売！ 
また、このコラボのために描き下ろされた「ミニ武将イラスト」を使用したオリジナルグッズも多数発売！このミ
ニ武将グッズをゲットできるのはこのコラボだけですので、お見逃しなく。 
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■幸村のバースデーケーキが登場！ 
またコラボ期間中の 7月 7日（日）に誕生日を迎える、イケメン戦国の人気武将「真田幸村」のバース
デーロールケーキを、期間限定でご用意いたします。ぜひお店に足を運んで、彼の誕生日をお祝いしてあ
げてください！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
販売期間：2019年 7月 1日（月）～7月 14日（日） 
 
■ゲーム内キャンペーンとの連動企画を実施予定！ 
さらに、7 月下旬から始まる『イケメン戦国◆時をかける恋』ゲーム内キャンペーンとの「連動企画」を予定
しています。キャンペーンのシナリオ内や特典でもらえるアバターに、スイーツパラダイスとのコラボメニューが登
場予定！ゲーム内で彼が口にするあのメニューを、スイーツパラダイスで実際に食べることができますよ。キ
ャンペーンの詳細は随時、イケメン戦国公式 Twitter や、四周年記念 特設サイトで公開していきます。
お楽しみにお待ちください！ 
 
『イケメン戦国◆時をかける恋』四周年記念 特設サイトはこちら 
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/4th/index.html 
 
またコラボ期間中は店内も、「天下一彼氏キャンペーン」のために描き下ろされた「天下一彼氏イラスト」を
始め、ここでしか見ることの出来ない武将たちの貴重なイラストで装飾され、イケメン戦国一色の空間とな
っております。 
 
この機会に、ぜひ期間限定の『イケメン戦国◆時をかける恋』×スイーツパラダイス～天下一彼氏カフェ～
に足を運んでみてください！ 
 

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/4th/index.html
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＜コラボカフェのご利用について＞ 
※コラボメニューのご利用には、コラボメニュー代金と別途スイーツパラダイス・バイキング料金 
（大人 1,500 円・ドリンクバー、ハーゲンダッツ＆イルジェラート食べ放題付・制限時間 80 分）のご注
文が必要です。 
※開催店舗ごとに、状況によりご利用時間あたりの人数を制限させていただく場合がございます。 
※ご利用にはご予約が便利です。 
 
■『イケメン戦国◆時をかける恋』×スイーツパラダイス～天下一彼氏カフェ～の詳細はこちら 
https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/2019/06/8805/ 
 
＜ご予約について＞ 
※開催期間中のお席のご予約も承ります。 
 直接店舗までお電話いただくか、スイパラアプリからもご予約が可能です。 
 https://www.sweets-paradise.jp/app/ 
 
＜スイパラ公式アプリでのご予約方法＞ 
1．スイパラ公式アプリをダウンロードし、会員登録をしていただく必要がございます。 
 https://www.sweets-paradise.jp/app/ 
2．ご利用日の 5週間前よりご予約は可能です。（例：2019年 7月 11日のご予約⇒2019年 6
月 7日 0時） 
3．アプリからのご予約は空席がある場合、ご利用希望日の前日 20時まで可能です。 
4．ご来店の際、ご本人確認のため、アプリ画面をご提示いただく場合がございます。 
5．アプリからのご予約は、1アカウントから1回限りとなります。ご予約されたご利用日・時間を過ぎるか、
キャンセルをすると別のご予約が可能となります。 
 
■『イケメン戦国◆時をかける恋』×スイーツパラダイス【天下一彼氏カフェ】概要 
開催期間：2019年 7月 1日（月）～ 2019年 7月 31日（水） 

 
開催店舗  
・スイーツパラダイス 池袋店  
  東京都豊島区東池袋 1-1-2 高村ビル 5Ｆ 
  03-6914-3902 
 
・スイーツパラダイス 梅田店  
  大阪府大阪市北区角田町 5-1梅田楽天地ビル 2F 
  06-6311-4649 
 
・スイーツパラダイス 名古屋スパイラルタワーズ店  
  愛知県名古屋市中村区名駅 4-27-1 モード学園スパイラルタワーズ B1 
  052-564-7771 

https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/2019/06/8805/
https://www.sweets-paradise.jp/app/
https://www.sweets-paradise.jp/app/
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本コラボについての最新情報は、スイパラコラボ公式 Twitter(＠SP_Collabo)やスイーツパラダイス公式
HP にてお知らせいたします。 
 
スイパラコラボ公式 Twitter：https://twitter.com/SP_collabo 
スイーツパラダイス公式 HP ：https://www.sweets-paradise.jp/ 
コラボ詳細公式 HP：https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/2019/06/8805/ 
 
 
 
『イケメン戦国◆時をかける恋』とは 
本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ド S×唯我独尊」な織田信長、「破天荒×快楽
主義者」な伊達政宗、「俺様×ツンデレ」な真田幸村など 14 名の戦国武将との恋をお楽しみいただけま
す。豪華声優陣による 1,500種類以上のキャラクターボイスが、ログイン時やミニゲーム、ストーリー中など
に収録されています。 
 
【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】 
・織田信長 CV : 杉田 智和   ・伊達政宗 CV : 加藤 和樹 
・真田幸村 CV : 小野 賢章   ・豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔 
・徳川家康 CV : 増田 俊樹  ・明智光秀 CV : 武内 駿輔 
・石田三成 CV : 山谷 祥生  ・武田信玄 CV : 梅原 裕一郎 
・上杉謙信 CV : 三浦 祥朗  ・猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治 
・顕 如  CV : 新垣 樽助  ・森 蘭 丸 CV : 蒼井 翔太 
・今川義元 CV : 八代 拓    ・毛利元就 CV : 小西 克幸 

 
■配信概要 
名 称  イケメン戦国◆時をかける恋 
情 報 提 供  株式会社サイバード 
配信開始日  2015年 6月 22日 
情 報 料  基本プレイ無料、アイテム課金制 
アクセス方法 ◆App Store/Google Play ストアにて「イケメン戦国」で検索 

◆Ameba  http://amb.ikemen-sengoku.jp/ 
公 式 サ イ ト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/ 
公式 Twitter https://twitter.com/Cyikemensengoku 
公式 LINE@   LINE友だち検索で「@ikemensengoku」を検索 
コ ピ ー ラ イ ト  © CYBIRD 
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■サイバードについて 
会  社   名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）  
本       社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山  
代  表   者：代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡  
設       立：1998年 9月 29日  
事 業 概 要：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援、クロスメディアソリューション 

の開発／提供モバイルサイト構築、次世代プラットフォームの研究開発など。 
 
 
 
 
 
＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。 
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社サイバード  マーケティング統括部  
TEL: (03)6746-3108 E-Mail： press@cybird.co.jp 

mailto:press@cybird.co.jp

